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スタートリスト 
ME（男子選手権） 
スタート時刻 氏名 Ｅカード番号 所属 

11:00 吉富 哲志 レンタル 名古屋大学２ 

11:02 宇野 正信 レンタル 名古屋大学２ 

11:04 井上 裕二 122300 名古屋大学２ 

11:06 山本 哲也 113509 静岡大学３ 

11:08 谷 祐樹 122294 名古屋大学２ 

11:10 中川 慎太  レンタル 名古屋大学３ 

11:12 鈴木 稔弥 レンタル 名古屋大学４ 

11:14 佐々木 達哉 113491 静岡大学３ 

11:16 池田 直人 レンタル 名古屋大学２ 

11:18 五島 良洋 113487 静岡大学４ 

11:20 沢 厚太郎 117488 名古屋大学３ 

11:22 内田 亘紀 122736 名古屋大学２ 

11:24 大月 隆寛 113508 静岡大学３ 

11:26 浅利 直宏 レンタル 名古屋大学３ 

11:28 富田 真司 レンタル 名古屋大学３ 

11:30 渡瀬 友亮 119158 名古屋大学３ 

11:32 清水 孝臣 129783 名古屋大学３ 

11:34 服部 達哉 113469 静岡大学２ 

11:36 鵜瀬 和秀 122299 名古屋大学２ 

11:38 新谷 俊幸 86903 名古屋大学４ 

11:40 大牧 勇人 83127 名古屋大学４ 

11:42 庄田 陸平 113524 静岡大学２ 

11:44 瀧本 拓央 122308 名古屋大学２ 

11:46 川口 祥央 113486 静岡大学２ 

11:48 鳥山 聡志 113510 静岡大学２ 

11:50 松井 健哉 122302 名古屋大学３ 

11:52 玉田 芳崇 86157 名古屋大学４ 

11:54 桶田 雄史 140981 静岡大学４ 

11:56 藤森 祐耶 113492 静岡大学４ 

11:58 植田 鎮 122321 名古屋大学２ 

12:00 谷川 友太 84959 名古屋大学４ 

12:02 山内 康久 122297 名古屋大学２ 

12:04 渡会 真一 113502 静岡大学４ 

12:06 荒木 正登 レンタル 名古屋大学３ 

12:08 高柳 陽介 113494 静岡大学２ 

12:10 林 真一 86160 名古屋大学４ 

12:12 荒居 孝紀 122311 名古屋大学２ 

12:14 小澤 宏紀 117486 名古屋大学３ 

12:16 山川 雅也 86165 名古屋大学４ 

12:18 菅谷 裕志 92848 名古屋大学２ 

12:20 片岡 裕太郎 84829 名古屋大学４ 
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WE（女子選手権） 
スタート時刻 氏名 Ｅカード番号 所属 

11:01 加藤 美沙央 122317 椙山女学園大学２ 

11:03 武田 歩実 86155 椙山女学園大学２ 

11:05 鈴木 彩乃 122322 椙山女学園大学２ 

11:07 立田 美雪 84916 椙山女学園大学３ 

11:09 森 友里恵  120963 椙山女学園大学３ 

11:11 長田 千佳子 86294 椙山女学園大学２ 

11:13 近藤 つかさ 86299 椙山女学園大学２ 

11:15 後藤 梨恵 122314 椙山女学園大学２ 

11:17 森 友紀 122735 椙山女学園大学２ 

11:19 小玉 千晴 122323 椙山女学園大学２ 

11:21 伊藤 恵梨 122325 椙山女学園大学２ 

11:23 篠原 舞  84919 椙山女学園大学３ 

11:25 角谷 美南 122319 椙山女学園大学２ 

11:27 木村 雅美 121115 椙山女学園大学３ 

11:29 花井 理沙 84900 椙山女学園大学４ 

11:31 西山 和沙 92845 椙山女学園大学２ 

11:33 大村 理恵 122324 椙山女学園大学２ 

11:35 佐久間 風花  120958 椙山女学園大学３ 

11:37 若山 亜美里 113498 静岡大学３ 

11:39 水野 日香里 121111 椙山女学園大学３ 

11:41 西風 美里 レンタル 椙山女学園大学２ 

11:43 大谷 美紀 120962 椙山女学園大学２ 

11:45 都築 愛美  120957 椙山女学園大学３ 

11:47 桜木 美咲 84925 椙山女学園大学３ 

11:49 柴田 彩名  121114 椙山女学園大学３ 
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MF（男子新人） 
スタート時刻 氏名 Ｅカード番号 所属 

10:00 中川 晃孝 レンタル 名古屋大学１ 

10:02 新美 宏樹 140874 静岡大学１ 

10:04 布施 匡哉 レンタル 名古屋大学１ 

10:06 熊澤 慎介 レンタル 名古屋大学１ 

10:08 竹田 駿介 113519 静岡大学１ 

10:10 和田 隆太郎 レンタル 名古屋大学１ 

10:12 宮内 貴規 140872 静岡大学１ 

10:14 佐藤 雅俊 レンタル 名古屋大学１ 

10:16 近常 直樹 レンタル 名古屋大学１ 

10:18 都築 玄輝 140873 静岡大学１ 

10:20 三善 研吾 レンタル 名古屋大学１ 

 
WF（女子新人） 
スタート時刻 氏名 Ｅカード番号 所属 

10:01 門間 理恵 レンタル 椙山女学園大学１ 

10:03 森崎 智子 レンタル 椙山女学園大学１ 

10:05 伊藤 奈巳 レンタル 椙山女学園大学１ 

10:07 吉川 真由 レンタル 椙山女学園大学１ 

10:09 金田 千里 レンタル 椙山女学園大学１ 

10:11 伊東 里紗 レンタル 椙山女学園大学１ 

10:13 井村 一乃 レンタル 椙山女学園大学１ 

10:15 伊藤 愛子 レンタル 椙山女学園大学１ 

10:17 古川 真由 レンタル 椙山女学園大学１ 

10:19 新實 望見 レンタル 椙山女学園大学１ 

10:21 戸塚 菜月 レンタル 名古屋大学１ 

10:23 久米 美里 レンタル 椙山女学園大学１ 
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OME（MEチャレンジ） 
スタート時刻 氏名 Ｅカード番号 所属 

10:00 田中 公悟 487847 マッパ 

10:01 山中 春揮 407278 東海高校 

10:02 藤原 俊也 レンタル 無所属 

10:03 李 敬史 478436 無所属 

10:04 小嶋 峰雄 レンタル 無所属 

10:05 中村 暁 レンタル 無所属 

10:06 森川 敏治 407509 東海高校 

10:07 長柄  久光 76984 三河OLC 

10:08 松澤  俊行 410185 松塾 

10:09 橋本 知明 407539 東海高校 

10:10 平井 均 405646 静岡ＯＬＣ 

10:11 加賀谷 駿 116315 千葉大ＯＬＣ 

10:12 宮崎 崇徳 レンタル ハムちゃん 

10:13 上田  浩嗣 411089 Team Suzuka Wind 

10:14 鈴木 周 407450 東海高校 

10:15 池  陽平 76982 OLCルーパー 

10:16 安斎  秀樹 77035   

10:17 松橋 徳敏 408430 つるまいＯＬＣ 

10:18 中島 嘉久 84945   

10:19 北原 祐 409847 浜松ＯＬＣ 

10:20 登坂  祥大 76979 ＯＬＣル～パ～ 

10:21 田中 雅之 410202   

10:22 坂口  剛啓 レンタル Team Suzuka Wind 

10:23 木塚  晴久 レンタル Team Suzuka Wind 

10:24 近藤 康満 407259 東海高校 

10:25 鳥居 正 116303 千葉大ＯＬＣ 

10:26 谷口  彰登 レンタル 鳩の会 

10:27 箱山 昂汰 407507 東海高校 

10:28 内藤 愉孝 401958 浜松ＯＬＣ 

10:29 渡邉 和樹 116322 千葉大ＯＬＣ 

10:30 鈴木  陽介 92756 ぞんび～ず 

10:31 河村 健二 408435 三河ＯＬＣ 

10:32 古澤 誠実朗 115003 千葉大ＯＬＣ 

10:33 樽見  典明 83129 三河ＯＬＣ 

10:34 小野田  剛太 64097 ＯＬＣル～パ～ 

10:35 山口 尚宏 77011 ＯＬＣル～パ～ 

10:36 田濃 邦彦 レンタル 静岡ＯＬＣ 
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OWE (WEチャレンジ) 
スタート時刻 氏名 Ｅカード番号 所属 

10:25 大野 聡生 92882 東海中学 

10:26 加納 尚子 483354 ＯＬＣルーパー 

10:27 吉村 和子 409821 無所属 

10:28 林 武彦 407272 ラタマキュー 

10:29 村上 冴子 84920 三河ＯＬＣ 

10:30 稲垣 圭 レンタル 三河ＯＬＣ 

10:31 長瀬 朋子 479317 つるまいＯＬＣ 

10:32 三井 由美 407523 三河ＯＬＣ 

10:33 宮崎 敦司 79414 無所属 

 

OMF (MFチャレンジ) 
スタート時刻 氏名 Ｅカード番号 所属 

10:40 桑山 実 76995 三河ＯＬＣ 

10:41 堀本 睦   411038   

10:42 新帯 亮 レンタル つるまいOLC 

10:43 横田 直人 レンタル   

10:44 堀本 洋 409779   

 

OWF (WFチャレンジ) 
スタート時刻 氏名 Ｅカード番号 所属 

10:45 加藤 ゆう子 レンタル ラタマキュー 

 
 


